
　　　 ９月給食献立予定表
エネルギー(Kcal)

たんぱく質(g)
脂質(％)

全１９回 塩分相当量(g)

ベーコン ぎゅうにゅう なす マッシュルーム パン サラダあぶら 680
とうふ たまねぎ トマト さとう 29.1

しめじ しいたけ スパゲティ 24.8
チンゲンサイ 2.8

とりひきにく ぎゅうにゅう しょうが もやし ごはん サラダあぶら 658
だいず ほうれんそう コーン さとう ごま 29.3
とうふ たまご にんじん たまねぎ 18.5

ねぎ 2.9
ハンバーグ ぎゅうにゅう だいこん りんご ごはん サラダあぶら 696
とりにく にんじん きゅうり さとう ごま 23.7
わかめ もやし たまねぎ でんぷん はるさめ 15.2

たけのこ 3.1
ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん だいこん ごはん サラダあぶら 662
あぶらあげ こまつな もやし さとう ごま 25.7
とうふ たまねぎ しいたけ 19.1

とうがん ねぎ 3.3
エビカツ ぎゅうにゅう キャベツ たまねぎ パン サラダあぶら 668
ベーコン コーン トマト さとう 24.2
たまご パセリ ゼリー でんぷん 20.6

3.1
まぐろツナ ぎゅうにゅう たまねぎ にんじん パン サラダあぶら 645
ベーコン キャベツ もやし さとう マヨネーズ 26.0
たまご ピーマン セロリ はと麦 マカロニ 28.9

かんぴょう トマト 3.5
ぶたにく ぎゅうにゅう たまねぎ にんじん むぎごはん サラダあぶら 687
ミックスビーンズ ピーマン グリンピース さとう バター 23.4
プルーンピューレ にんじん キャベツ じゃがいも 17.3

コーン みかん 1.9
さば ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ ごはん サラダあぶら 656
とりにく きぬさや キャベツ さとう じゃがいも 29.3

きゅうり ねりうめ しらたき 16.2
2.0

ぶたにく ぎゅうにゅう たまねぎ たけのこ ごはん サラダあぶら 644
たまご にんじん ピーマン でんぷん 25.0

ねぎ コーン さとう 18.1
こまつな さといも 2.6

ぶたにく ぎゅうにゅう キャベツ きゅうり コッペパン サラダあぶら 610
だいず チーズ コーン にんじん さとう じゃがいも 26.6

たまねぎ トマトピューレ こんにゃく 19.8
2.9

とりにく ぎゅうにゅう キャベツ きゅうり コッペパン サラダあぶら 651
ベーコン こなチーズ にんじん コーン さとう いちごジャム 28.8

たまねぎ キャベツ 23.4
セロリ 3.4

さくらエビ ぎゅうにゅう たまねぎ ごぼう ごはん サラダあぶら 722
しらす だいこん きゅうり さとう ごま 23.4
たまご にぼし なす こむぎこ 21.4

みそ こめこ 3.2
ぶたにく ぎゅうにゅう たまねぎ なす ごはん サラダあぶら 667
みそ こんぶ キャベツ きゅうり さとう 20.6
とうふ にんじん しいたけ はるさめ 20.8

にら なし 2.5
ぶたにく ぎゅうにゅう たまねぎ にんじん むぎごはん サラダあぶら 714

トマト なす さとう 18.9
かぼちゃ ピーマン 16.1
フルーツ 2.2

ちくわ ぎゅうにゅう かんぴょう もやし パン サラダあぶら 676
たまご にんじん こまつな こむぎこ バター 22.3
のり さとう ごま 21.4

うどん 4.3
まぐろツナ ぎゅにゅう にんじん グリンピース ごはん サラダあぶら 644
わかめ ヨーグルト キャベツ きゅうり さとう でんぷん 22.0
ベーコン コーン しめじ しらたき 18.3
とうふ えのき しいたけ ごま 2.6
サンマ ぎゅうにゅう にら ごぼう ごはん サラダあぶら 748
はなかつお とうふ もやし にんじん さとう でんぷん 26.0
にぼし だいこん ねぎ さといも こんにゃく 25.2
あぶらあげ ゼリー 2.7
にくしゅうまい ぎゅうにゅう たまねぎ たけのこ ごはん サラダあぶら 687
ぶたにく みそ にんじん にら さとう ごまあぶら 25.5
とうふ わかめ しいたけ ねぎ でんぷん ごま 18.9
たまご しめじ 1.7
ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん たけのこ コッペパン サラダあぶら 683
イカ キャベツ きくらげ さとう チャーメン 25.3
エビ フルーツ チョコクリーム ごまあぶら 24.0

でんぷん 2.4

28 金
コッペパン　牛乳　チョコクリーム
チャー麺　フルーツ杏仁

26 水
ごはん　牛乳　みそけんちん汁
秋刀魚の蒲焼き　おひたし　お月見ゼリー

27 木
ごはん　牛乳　わかめスープ
麻婆豆腐　肉シューマイ

お月見献立

24 月
減量オレンジパン　牛乳　冷やしうどん
竹輪の磯辺揚げ　かんぴょうのごまあえ

25 火
セルフお魚丼　牛乳　きのこスープ
海草サラダ　県産ヨーグルト

栄養価は中学年の数値を表しています。食材の変動により、献立を変更することがあります。ご了承ください。

18 火
コッペパン　牛乳　とちおとめ苺ジャム
ジュリエンヌスープ　鶏肉のチーズ焼き　野菜サラ
ダ

20 木
ごはん　牛乳　春雨スープ　小山市産梨
なすと豚肉のみそ炒め　即席漬け

地場産物の日

19 水
ごはん　牛乳　なすのみそ汁
桜エビとしらすのかき揚げ　切干大根のハリハリ漬
け

静岡郷土料理

13 木
ごはん　牛乳　とうもろこしスープ
酢豚　味付きのり

5年生社会科見学

14 金
コッペパン　牛乳　ソフトチーズ
ポークビーンズ　こんにゃくサラダ

11 火
麦ごはん　牛乳　角切り野菜スープ
豆入りドライカレー　冷凍みかん

12 水
ごはん　牛乳　じゃが芋のそぼろ煮
サバのスタミナ焼き　梅肉あえ

7 金
セルフコロッケサンド(ゆでキャベツ)　牛乳
トマトと卵のスープ　アセロラゼリー

２年生ぶどう狩り

10 月
ツナサンド　牛乳　野菜ソテー
はと麦入りミネストローネ

２年生ぶどう狩り

(予備日)

水
ごはん　牛乳　五目スープ
和風ハンバーグ　春雨サラダ

6 木
セルフビビンバ　牛乳　冬瓜スープ
冷や奴

4 火
セルフ三色丼　牛乳
かみなり汁　冷凍みかん

始業式

21 金
麦ごはん　福神漬け　牛乳
夏野菜カレー　フルーツポンチ

5

（ごはん１２回　パン７回）　 血 や 肉 に な る 体 の 調 子 を 整 え る 熱 や 力 に な る

3 月
減量はちみつパン　牛乳　チンゲンサイのスープ
なすとトマトのスパゲティ

小山市立小山城南小学校

日 曜 献 立 名 主 な 材 料
行事・その他あ か み ど り き い ろ

 夏休みは楽しく過ごすこ

とができましたか？ 

 新学期がはじまったと

思ったら、すぐ運動会！ 

 早起きをして、学校で運

動会の練習をがんばって、

しっかり給食や食事を食べ

て、早く寝て、運動会に備

えましょう！ 

９月の給食目標 

 上手に片付けよう！ 


